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都内ホテル人気バイキングと
モネ展＆イルミネーション見学
開 催 日
12月5日（土）
募集人数
40名（最少催行人員 30名）
参 加 費
会員・登録家族（中学生以上）
7,500円
登録家族（小学生）
5,000円
一般・大人（中学生以上）
10,500円
一般・小人（小学生）
7,000円
（昼食代・入場料・交通費等含む）
行

程

クロード・モネ《睡蓮》1903年 Musée Marmottan Monet, Paris © Bridgeman-Giraudon

ワークプラザ勝田（出発 8:15）
＝（常磐道）
＝守谷 SA＝（首都高）
＝都内ホテル ( ランチバイキング 11:00 ～ 12:15）＝東京都美術館・モネ展（見学 13:10 ～ 15:30）
＝六本木ヒルズ周辺・けやき坂イルミネーション（散策 16:10 頃～ 18:30 / 点灯 17:00）
＝霞が関 RA＝（首都高）
＝守谷 SA＝ワークプラザ勝田（解散 21:00 頃）
◇取扱い：（株）旅ットツアーズ
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冬の味覚かき食べ放題＆
湾内クルーズ
開 催 日

1月17日（日）

募集人数

40名（最少催行人員

参 加 費

会員・登録家族（中学生以上） 6,200円

30名）

登録家族（小学生）

4,200円

一般・大人（中学生以上）

9,200円

一般・小人（小学生）

7,200円

（昼食代・乗船代・交通費等含む）
行

程

※写真はイメージです。

ワークプラザ勝田（出発 7:00）
＝（高速道）
＝日立南太田 IC＝利府中 IC
＝かき小屋でかき食べ放題（昼食 11:00 ～ 11:50）＝武田の笹かまぼこ（見学・買物 12:00～12:30）
＝松島湾内クルーズ（13:00 ～ 14:45）
＝ 松島海岸 IC＝（高速道）
＝ワークプラザ勝田（解散 19:00 頃）
◇取扱い：茨城交通（株）

クリスマス☆ＪＡＺＺパーティー 2015

Jazz スタンダードやブラジル音楽はもちろん、Soul Pops Beatlesなど幅広い
ジャンルのカバー曲からオリジナルまでを、万華鏡のようにカラフルに、バラエティ豊かなサウンドで綴る。
日

時

12月11日（金）午後6時15分受付
午後6時30分開始

会

場

ライブスポットサムシング
ひたちなか市勝田泉町 2-10
℡ 029-274-8564

対

象

会員及び登録家族

募集人数

35名

参 加 費

会員

4,000円

通常料金 6,000円

登録家族 5,000円
（入場料・食事代等）
そ の 他

参加者にプレゼントをご用意しております。

MENU
料

理

＊生ハム・カマンベールサンド ピクルス添え
＊メヒカリ他、魚介のフリット

アーティスト紹介

Trigraph（トリゲラフ）

＊カジキマグロときのこのホイル蒸し、すだち添え

ボーカル

＊旬のお刺身三種盛り

尺

＊牛肉と季節の野菜、オイスターソース炒め
＊雑

炊

＊フルーツ

八

ギ タ ー

石川 早苗
小林 鈴堪（水戸出身）
馬場 孝喜
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はたらく男女のふれあいSTORY 2015

婚活クリスマスパーティー
Let it go～ありのままに･･
あなたの気持ちの一歩が素敵な出会いを生むでしょう･･･
日

時

事業】 祉
労者福

【合同

戸市勤
(一財)水 スセンター
ビ
ー
サ
済
労者共
山市勤
(一財)小 スセンター
サービ

12月20日（日）受付12:00～
13:00～16:00頃まで

会

場

ワークプラザ勝田

多目的ホール

対

象

会員及び登録家族・一般の方（30歳～45歳までの独身の方）

募集人数

男性：40名：女性40名

参 加 費

会

※申込み多数の場合は抽選

員

男性：1,000円：女性： 500円

登録家族

男性：1,000円：女性： 500円

一般の方

男性：2,000円：女性：1,000円

（お菓子・飲み物をご用意します）
主な内容
●ご対面タイム

お茶＆フリータイム＆グループトーク

●マッチング♡カップル発表
（カップル成立した組に素敵なプレゼントをご用意しております。）

申込期限

平成27年11月29日（日）

問合せ先

ひたちなか市勤労者総合福祉センター
ひたちなか市東石川1279番地

春風亭小朝
ひたちなか独演会
2月11日（木・祝）
開演 14:00
（開場 13:30）
ひたちなか市文化会館
大ホール
S 席 指定席 3,500円
⇒会員価格 2,000円
A席 指定席 2,000円
⇒会員価格 1,000円
各50枚 （1会員4枚まで）
※3歳未満入場不可
託児サービスあり（要予約／有料）
（文化会館に直接お問合せ下さい。）

℡ 029-271-0520

バドミントン日本リーグ2015
ひたちなか大会
12月23日（水・祝）
試合開始 12:50（開場 8:40）

対戦カード
男子 日本ユニシス VS 日立情報通信エンジニアリング
女子 再春館製薬所 VS 広島ガス

ひたちなか市総合体育館

大 人 S 席 1,800円（当日2,000円）

⇒会員価格

1,300円

⇒会員価格

900円

⇒会員価格

600円

高 校 S 席 1,300円（当日1,500円）
小中S席

800円（当日1,000円）

※男子チーム選手カード付券 10枚
※女子チーム選手カード付券 10枚
（1会員2枚まで）
★購入特典★

チケット購入者特典として選手カードが付いてきます。選手カード
は、男子チームか女子チームを選ぶことができますので、事業参加
申込用紙にご希望の方をご記入下さい。
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スパリゾートハワイアンズ入場券
随時受付中
下期分

福島県
スパリゾートハワイアンズ
入場券
3,240円
⇒会員価格 700円
残800枚※10/10現在（１会員 8枚まで）
有効期限 平成28年3月31日
※大人・小人同額
※有料施設別料金

劇団鳥獣戯画
「三人でシェイクスピア」
12月19日（土）
開演 15:30（開場 15:00）
茨城県立県文化センター
小ホール
全席指定 2,000円
⇒会員価格 1,500円
10枚（1会員2枚まで）
※3歳未満入場不可
託児サービスあり
（県民文化センターに直接お問合せ下さい。）

石田衣良＆加羽沢美濃プレゼンツ
名曲モーツアルト
1月23日（土）
開演 14:00
（開場 13:30）
常陸太田市民
交流センター
パルティホール
全席指定
一 般 2,500円⇒会員価格 2,000円
ペア券(２枚) 4,500円⇒会員価格 3,500円
学 生 1,000円⇒会員価格
700円
各券20枚（ペア券は10組分）（1会員4枚まで）
学生：小学生～大学・専門学校生までとなります。
※未就学児入場不可 無料の託児サービスあり
（パルティホールまで直接お問合せ下さい。）

タンゴ・ロマンス

12月3日（木）
開演 18:30（開場 18:00）
茨城県立県文化センター
小ホール
全席指定 4,500円
⇒会員価格 4,000円
10枚（1会員2枚まで）
※未就学児入場不可（託児サービス無し）

スロヴァキア室内オーケストラ＆
錦織健

1月15日（金）
開演 18:30（開場 18:00）
茨城県立県文化センター 大ホール
全席指定 S席 6,000円⇒会員価格 5,000円
14枚（1会員4枚まで）
※未就学児入場不可 託児サービスあり
（県民文化センターに直接お問合せ下さい。）

八代亜紀

心をつなぐコンサート～夢にむかって～
3月5日（土）
１回目 開演 12:00
（開場 11:30）
２回目 開演 16:00
（開場 15:30）
常陸太田市民交流センター
パルティホール
全席指定 5,000円
⇒会員価格 4,000円
各30枚（1会員4枚まで）
※未就学児入場不可 無料の託児サービスあり
（パルティホールまで直接お問合せ下さい。）
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スキー場「1日リフト券」販売
対

象

販売枚数

会員のみ

有効期限

各スキー場シーズン終了まで

１会員６枚まで

配布予定

１２月上旬頃

※全スキー場合わせて６枚まで
申込方法

11月8日(日)までに「事業参加申込書」でＦＡＸ又はセンター持参にて申込みください。

ハンターマウンテン塩原
栃木県那須塩原市湯本塩原字前黒
℡0287-32-4580
【価格】2,600 円 ※大人、子供同額
通常
（大人 4,700 円

子供 3,700 円）

※未就学児無料

栃木県那須郡那須町大字大島
℡0287-77-2300
【価格】2,100 円 ※大人、子供同額
通常（大人 4,400 円

子供 3,500 円）

※未就学児無料

※東急リゾート 9 施設共通

猪苗代スキー場
福島県耶麻郡猪苗代町字葉山 7105
℡0242-62-5100
【価格】2,500 円 ※大人、子供同額
通常
（大人 4,700 円

マウントジーンズ那須

子供 3,900 円）

※未就学児無料

会津高原たかつえスキー場
福島県南会津郡南会津町高杖原 535
℡0241-78-2241
【価格】2,000 円 ※大人、小人同額
通常（大人 4,200 円 小人 3,200 円）

※未就学児無料

箕輪スキー場
福島県耶麻郡猪苗代町横向
℡0242-64-3377
【価格】2,000 円 ※大人、子供同額

通常
（大人 4,500 円 子供 2,900 円）

※未就学児無料

福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字荒砂沢山
℡0241-32-2530
【価格】2,400 円 ※大人、子供同額
通常（大人 4,700 円

子供 3,000 円）

※未就学児無料

星野リゾート アルツ磐梯
福島県耶麻郡磐梯町大字更科字清水平 6838-68
℡0242-74-5000
【価格】2,400 円 ※大人、子供同額
通常
（大人 4,700 円

グランデコスノーリゾート

子供 3,700 円）

※裏磐梯猫魔スキーでも引換可能

星野リゾート 裏磐梯猫魔スキー場
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字猫魔山 1163
℡0241-32-3001
【価格】2,400 円 ※大人、子供同額
通常（大人 4,000 円 子供 3,000 円）

※アルツ磐梯でも引換可能
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補助事業のご案内

「第64回勝田全国マラソン大会」参加費一部補助

会員で「第64回勝田全国マラソン大会」に参加される方の参加費を一部補助いたします。
利用対象

会員（本人）のみ

補 助 額

1,000円

申請期間

平成 27 年 12 月 1 日（火）～平成 28 年 2 月 28 日（日）まで

申請方法

各自で「第64回 勝田全国マラソン大会」をお申込みください。
大会参加申込み時に発行される会員（本人）氏名の記載のある領収書
（複写可）もしくは参加料支払いのわかるものをご用意ください。
平成27年12月１日（火）より補助申請の受付を開始いたします。
勝田全国マラソン補助申請書に必要事項を記入のうえ、会員（本人）氏名の記載のある領収書
（複写可）を添付しセンター事務局にご持参ください。
※インターネットでお申込みをされた方は、会員（本人）氏名の記載のある領収書（複写可）
など支払いの確認ができるものをご用意ください。
会員（本人）氏名の記載ない領収書（複写可）等は無効となります。
グループ（団体）等による申込みで、会員（本人）参加の判別ができない場合は、補助いた
しません。

対象種目

フルマラソン及び10kmマラソン

インフルエンザ予防接種の給付
感染したときの重症化を防ぐために予防接種を受けましょう。
日頃からの手洗いうがいを忘れずに！

利用対象

会員（本人）のみ

請求方法

① 各自が医療機関等でインフルエンザ予防接種を受けてください。

利用回数

年度内１回

② 会員（本人）氏名のインフルエンザと明記した領収書を医療機関等より受け取ってください。
③ 接種日から３か月以内に「健康診断等給付金請求書」に必要事項を記入のうえ、領収書（複写
可）もしくは個人負担額のわかるものを添付してセンター事務局にご持参ください。
④

給付額は、定額1,000円となります。

健康診断等の給付

健康診断を受けて「あなたの健康」を見直すきっかけにしてみませんか。
利用対象

会員（本人）のみ

請求方法

① 各自が医療機関等にて健康診断等を受けてください。

利用回数

年度内１回

② 会員（本人）の領収書を医療機関等より受け取ってください。
③ 健康診断等を受けてから３か月以内に「健康診断等給付金請求書」に必要事項を記入のうえ、
領収書（複写可）もしくは個人負担額のわかるものを添付してセンター窓口にご持参ください。
④ 給付額は、個人負担額が5,000円を超えたときに、超えた金額を給付いたします。
ただし、限度額を5,000円までとします。
※予防接種と健康診断の給付事業は個人負担が原則です。費用を事業所が負担した場合は対象になりません。
※各申請の受付は，毎月２８日までとし、翌月１５日以降のお支払いとなります。
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【No.69 掲載事業のお申込みについて】
申込期限

： 平成 27 年 11 月 8 日（日）まで

申込方法

： FAX 0 2 9 - 2 7 1 - 0 5 8 5

直接窓口

事業参加申込書にご記入のうえ、お申し込み下さい。
申込結果

： 各事業とも募集人員を超えた場合は抽選となります。

各事業の
支払方法

： 11 月下旬に、申込結果通知 ( 抽選結果 ) をご郵送致します。
各ツアーの参加費は、取扱い旅行会社へお支払い頂きます。振込みの際、別途振込み手数料が掛かります。
※参加者の変更及び取消しは、事前にサービスセンターにご連絡ください。
後日、取扱い旅行会社より取消料や追加料金に関するご連絡をいたします。
各チケットの配券及びお支払いはサービスセンターとなります。
※座席の指定は出来ません。お申込み頂いたチケットのキャンセルは出来ません。
チケット等の引換えは 12 月 1 日からとなります。
各種大会・イベント・その他、参加費のお支払いはサービスセンターとなります。
各事業は主催者の都合により中止になる場合があります。予めご了承ください。

個人情報の： お預かりした個人情報は、必要な範囲内で使用させて頂きます。また、各事業参加時に撮影した写真を、
取り扱い
会報・ホームページ等に掲載する場合があります。
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事業結果報告

劇団四季
アラジン観劇ツアー

ハゼ釣り体験と
お楽しみ昼食会

実 施 日

9月6日（日）

実 施 日

9月27日（日）

参加人数

79名

参加人数

14名

事

業

チケット事業

名

申込数

102枚
クレージーフォーユー
18枚
おやこdeクラッシック
2枚
日立ハイテククーガーズ戦プレミアムチケット
51セット
市総合体育館トレーニング室利用回数券
615枚
スパリゾートハワイアンズ入場券
（下期）
151セット
ホテルニュー白亜紀温泉入浴補助券
（下期）
231枚
アクアワールド・大洗入場券
1,607枚
映画鑑賞チケット
（下期）
121セット
ゴルフ補助券
（下期）
23枚
鹿島アントラーズ10・11月観戦チケット
（10/17・11/7・11/22）

事

業

名

プラハ国立歌劇場
「椿姫」
ソリスト中丸三千檜
大野雄二＆ルパンティックファイブLUPIN JAZZ LIVE
葉加瀬太郎25th Anniversary DELUXE～Best Selection
Sadao Watanabe Naturally 渡辺貞夫コンサート
AROUND 40 MEMORY CONCERT
クリスマス・ゴズペル2015 GLORY GOSPEL SINGERS
舞楽詩 風の又三郎
五木ひろしメモリアルコンサート
坂本冬美コンサート2015
（1・2日目）

申込数

0枚
6枚
47枚
14枚
4枚
28枚
1枚
24枚
67枚

センターからのお知らせ
■会費口座振替のお知らせ

会費徴収区分 1月～3月分 ⇒ 口座振替日 平成28年1月25日
（月）

※会費未納の場合は、該当する給付や、各種事業に参加できません。
※会費を3ケ月以上滞納した場合は、会員資格を失い退会となりますので、期限内に会費の納入をお願いします。

■入会と退会について

◎入会手続き 次の書類に必要事項を記入し、入会金と会費（入会翌月から次の口座振替月の前月
分まで）を添えて、センター事務局へお申込みください。
① 入会申込書
納 期
納入分
納入期日
基準日
② 預金口座振替申込書
第１期
4・5・6月分
4月25日 4月1日
第２期
7・8・9月分
7月25日 7月1日
入会金（入会時）1人につき1,000円
第３期 10・11・12月分 10月25日 10月1日
会 費（毎 月）1人につき1,000円
第４期
1・2・3月分
1月25日 1月1日

新規会員募集中!

サービスセンターでは、現在、
新規会員を募集しております。
会員の皆さん、お知り合いの事
業所・商店などがありましたら
是非ご紹介ください。
ご紹介者には、新規入会1名
につき謝礼として1,000円相当
のQuoカードを差し上げます。
詳しくは、サービスセンター
までご連絡ください。

◎退会手続き

会員が退職、その他の理由で退職するときは、退会届に会員証・マジックキングダムクラブ会員証（申込者のみ）を添えて
センター事務局へ提出してください。
※退会届を受理した日が退会日となりますので、退会届を提出されない場合は、会費徴収の対象となりますのでご注意ください。
納期途中で退会したときは、翌月以降の会費はお返しします。その他ご不明なことがありましたら、センター事務局へお申し出ください。

■共済給付申請について

項

目

結婚祝金
結婚記念祝金
出産祝金

件数

4
8
2

●各種給付申請の受付は、毎月28日までとし、翌月15日以降に給付致します。
●29日～31日に受付した場合は翌月の受付とし、給付は翌々月15日以降となります。
（給付日の15日が、月(休館日)・土日祝の場合は前後いたします。）
●共済給付請求書はサービスセンター窓口、ガイドブック(コピー可)、ホームページから入手できます。
また、申請の際は、給付事由の確認の取れる書類を添付してください。
※その他、ご不明な点は、サービスセンターにお問合せ下さい。
項

入学祝金
成人祝金
還暦祝金

目

共済給付状況（8・9月分）
件数

8
0
6

項

各種事業のお申込み・お問合せは

公益財団法人 ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社

〒312-0052 ひたちなか市東石川１２７９番地 ワークプラザ勝田内

TEL 029-271-0520

件数

26
39
8

項

目

傷病休業見舞金
住宅災害見舞金
健康診断等受検助成金

件数

10
0
30

勤労者総合福祉センター

FAX 029-271-0585

●http://www.hitachinaka-kinro-sc.com
全福センター加盟

目

永年勤続祝金
在会祝金
死亡弔慰金

●営業時間●

午前8：30～午後5：30

●E-mail: hitachinaka-sc@atlas.plala.or.jp

勤労者総合福祉センターは、各種サービスをよりいっそう充実させるため、全国規模で展開することを目的とし、
「（一社）全国中小企業
勤労者福祉サービスセンター」に加盟しています。

